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『メタル.アイ』を狙い撃ちク—— 

スク□-ルシアタ- 

今月の新鮮美少女プラスワン— 

『宝魔八ンター.ライム』 
『クイーン.オブ.デュエリスト』 
『ブロッククエスhV』 
アニメーシヨン.ワールド- 

秘密の花園- 

『ブランマーカー 2』 

『Pro Student Gj 
『DOR S.E.j 
『げ』 
『さやんさやんバニー.エクストラ』 
今月の3 Dちゃん- 

特別付録パラパラマンガ 

立川談么巧 

美少女だミナール 
’的DXソミテッド 

(特別仕様） 

と、本来ならここで教授のありがたいおき口 

葉が入るはずでしたが、多忙につき、私マッ 

..たド寿が、代理を務めさせていただきます。 

当ゼミナールも、受講生化#の多大なるご 

r 支援じょ义一二度目の春を迎えることとなリ 

お ました。そこで、今回は感謝の気持ちをこめ 

て、ここじ特別：のスペシャル別冊を贈る 

い しだいです。内容も、当ゼミィチオシの『メタ 

2 ル•アィ』をはじ《藉、話題作を多数取 

リそろえております。お楽しみください。 

ぶ- なお、今差も多彩なゲスト講師を巧き、 

ょり充実したゼミをお届けする予定です。ご 

期待ください。 霎ゼミ事驚曼 



し、ラ、アラン•プロスhみたいな人ち 
いるだろラ。 

しかし、まだ経験前のウブな子のた 

めに（なんのこっちゃ）、教授が手取り 

足取りfメタル•アイJを教えちやお 
ラ。優しくしてやるから、怖がらなく 

てちいいんだよ。 

まだこの原稿の時点では、完成直前 

版でプレイしたので、製品版では若干 

の変更があるかをしれない。そのへん 

は許してね。 

担当者の話では「攻略まのいるほど 

難解ホークス（をい）なゲームじゃあ 

りませんよ」といってたけど、実際プ 

レイすると、おったよりマップは広し、 

しサブイベンSを多い。 

可愛い生徒が迷わない 

よラに、攻略のヒンK 
を内緒でお教えしよラ。 巧 

'ふ 



主人公の生まれた街ソルネア……ここから冒検が始まる。 

冒険の旅は…ゲームスタ 
ートとともに始まる/ 
『メタル•アイ』の世界、そこ【お見在 

の世界から時空をはるか離れたパラレ 

ルワールドなのだ。ちなみじきむちの 

スキーは、ボーゲンワールドと呼ばれ 

る。 

メタルと呼ばれるアンドロイドを日 

常使用するほどテクノロジーの発達し 

た都巿と、正体不明のモンスターの荒 
れ狂う荒野の共存する、まるでポプコ 

ム編集部のようなカオスな世界。それ 
が『メタル•アイ』ワールドなのである。 

その中の'都巿（それほど広くない 

たんなる街)、「ソルネア」じ住む熱血で 

ちよつちスケベな若者こそ、この物語 

の主人公フインデルである。 

フインデルの聯業はモンスター狩人 

の見習い。一流のプロ狩人を目指して、 

父の友人の武器星のおやじ、ゲツサの 

コーチのもとに、血の汗流し、涙をふ 

かず、ゲームキャラの星をつかむため 

の厳しし、修業に励むのでありました。 

街には武器星、宿屋、アイテム屋、 

酒場と、RPGの定番の商店がそろって 

いるので、なじみの店で常連のような 

顔で、し、つもの行為をやればよろしし、。 

とくじ酒場では、重要な情報力ずに入 

ったりイベント発生の可能性カホきい 

ので、未成年でも必ず立ち寄ってみよ 

う。でもレーニンみたいじ朝まで飲ん 
だくれると、次の日二日酔いで冒険に 

出かけられないからを意すること/ 

フィンデルの修業の目的は、数年前 

じ行方不明になった父親ヴィグルを 

探す旅に出ること。しかし今のフィンデ 

ルの実力では、凶暴なモンスターの出 

なする北の整の外へは出られないのだ。 

今日も今日とて、鬼コーチゲッサじ 

課されたノルマを果たすため、モンス 

夕一がウジャウジャ出る南の洞窟へ。 

ところが、ここのモンスターの強いの 

なんの/あわてて逃げて帰ったら、 

「ノルマを果たすまで、死んでも帰って 

くるな/」だって。おまえは鬼か、そ 

れとも胃者か/ 

やっとの思いで10匹のモンスターを 

倒し、証拠のちやキバを手に入れた。 

これで、もっと強い武器を買うことが 

できるのだ。 
ボロボロになった帰り道、なんと若 

し、女の子が倒れているではないか。 

—ホ街を出ると、そこはモンスターワールド。道ばたじ女の子が落ちてた。超ラツキー./ 

Jレ_'ン科のモンスター。まじ力U 

ススI-□化方じを患。Ifールドや 
ま5を巧む。乂スはフジコ（<?) 

類 シン類 マ 

I乂Jイシ巧。フッhワークガよ<、 
バンチカの巧いモンスター。斑点 
は、巧»じ斑いこと。 

ア乂フト科。シヨ;レブータックル 
巧な器。4回攻»ぞ义がすると、 
选げるをヴある。 

モビルスーツ科。力は绝いが巧ぎ 
ガにぶいのグお点。巧な植じル型 
のSD巧ヴある。 



ジュエリーショップ。ホ連 
れでは寄りたくないところ。 

フインデ'ル、ついに冒険と 
エッチの旅へ••• 

「ラッキー/」と、その場でエッチな 

ことをしちやおうかと思ったフィンデ 

ル、だがモンスターとの格闘でそんな 

スタミナは残っていない。ミ立く泣く街 

じ連れ帰り、ゲッサの家の2階でアイ 

リアに治療してもらう。元気になった 

ら恩にきせて、きっちりエッチしたる 

でェ。 

彼女の名前はナース。ソルネアの北 

やや、かの子が怪しい3人組に……目力けようか、一緒になって»わうか？ 

の「パレキソ」の街から来たという。 

ナースの話では、パレキソじは今、 
「アムネイド.シティ」の秘密部隊力ず 

て、街が主民をさらっていくらしい。そ 

してナースの見た秘密部隊のひとりは、 
「真っ赤なウィングドホース」じ乗って 

いたというのである。真っ赤なウィン 

グドホース……それこそ行方不日月の 

父、ヴィグルの愛車なのであった（ウ 

ィングドホースは空を飛べる車、ちな 

みにラバンバのBMWは空を飛ばな 

し、)。「パレキソじ行けば父のこと力《わか 

るかもしれない/」フィンデルはゲッ 

サから通行証をもらし、、北の皆を通っ 
てパレキソの街に向かった。 

街に入り情報を聞いてるうちじ、3 

人組に襲われている女の子を発見した。 

「よし、またエッチのチャンスだ/」 

北の街サツポロ……でなくパレキ 
リ。可愛い女の子いるかしら？. 



受けた恩は体で返ず 
これカミノレールなのだ 
助けたのはいいけど、これがまるっ 

きりのロリツ子。俺はスケべだけど口 

リコンじゃない/ (大きなお世話じゃ 

—教授）げっか、、して一度ソルネアに 

戻ることじした。ルーナやアイリアに 

会いたいし、ナースも/こ、配だし……。 
ソルネアに帰って、我が家で义しぶ 

りじノンビリしていると、なんとその 

夜、助けてやったナース々鄕屋を訪れ 

てきたのだ。 

「今時みなんで……？」 

「フィンデル、あなたに恩返しがした 

くて……」 
し、きなり服を脱ぎ出すナース、しだ 

いに彼女の真っ白な肌が……。 
似下1前株';^~>ポプ倫） 

再びパレキソの街に来たフィンデル 

は、秘密部隊力ずの「ディムン」の街 

【こ行ったと聞きまじ向かった。 
ディムンの街に入って情報を集めて 

いると、アーマーを着たごつい男が女 

ま助恩 
すけ返 
'らし 
これを 
のち期 
体や待 
でつし 

。たて 
。且力 
こけ 
のよ 
恩う 
返と 
し思 
はつ 
必た 
ずら 
い、 
た逆 
しじ 

の子を襲っている。ここで助ければ、 

またうれしい恩返しがあるかも。「超ラ 

ッキー/」（こればっかや） 

ところがこの男、メチヤ強いやおま 

へんか。それもそのはず、秘密部隊の 
中ボス、ゲルト.ギランだったのであ 

る。 

危なくやられるところを、アベコべ 

に女の子に助けられちゃった。今度は 

こっちから恩返ししなくっちゃ/女 

の子の名前はフてイ-メイ。ある理由 

でが密部隊に追われているそうである。 
フェイはフィンデルに、一緒に旅をし 

ようと申し出る。ということは、夜な 

んか同じ部屋に泊まって、部屋が1つ 
しか空いてなければ……。「超ラッキ 

一/」（もうし、いって） 
パーティーを組んだわ祝いじ一杯や 

ろうと酒場に行くと、奥で1人でがん 

でた女が「真っ赤なウィングドホース 

の男なら、北の廃墟に行ってみな/」 

と教えてくれた。 

早速北の廃墟に向かうフィンデルと 

フェイ。しかし待っていたのはサイボ 

ーグイヒしたギランだった……。さあ、 

どうする!？ 



ちろん屈ぶしを期待して……。 
ライスの聞いた話では、どうやら秘 

密部隊がソルネアを襲うらしい。 

あわてて船でソルネアに行こうと思 

ったら、突がフェイカ觸労で信リれてし 

まった。そんな疲れることやってない 

のじ。 

しかたなくフェイを宿屋に残し、1 

人でが娜、ソルネアへ。ところがすで 

じア厶ネイドのが密部隊に襲われたあ 

とだった。父を殺され、独りぼっちじ 

なったルーナを供に、フィンデルは悪 

徳の街「ア厶ネイド」へと向かった。 

懐しのルーナの酒場じ帰つてみれば…。 

いかれたという、西の洞窟じ向かった。 

女力からむとフィンデルは強い/ア 

ッという間に敵を倒して長老の娘、ラ 
イス.クェーヌを助けてしまった。も 

舞台は卜^ーンネストから 
懐かしのソル木アへ••• 
再度ギランを偉リしディムンの酒場に 

戾ったフィンデルは、ニセの情報をつ 

かませた女を捕らえると、ポプ倫が20 

行抹消するような方法で話を聞き出し、 
ディムンの街から東に向かった。 

東の山脈の洞窟を抜けてしばらくホ 

くと、そこは港町「ドーンネスト」だ 

つた。この街の宝石屋で、フィンデル 

はフェイにプレゼントをする。全く女 

と旅をすると金がかかってしかたがな 

ぃ（辦勃欄勤。 

街の長老に話をすると、船長がさら 

われて船を出せないらしい。そんなこ 
と知ったこっちゃねェや。なじ、船長 

はじじいの娘？そういうことは早く 

いえ/フィンデルは、船長が連れて 

洞窟の奧からなじやら女の子の悲 
鳴が。こりや巧つてわけません/ 



『メタル•アイ』に登場ず3、ヴろ 

マーT•お姉樣了口 V—な美少女たち 

を、各タイブ別に分類し了比巧研究 

した。人^7\»みは十入十を、=をド 

ろドろは満貧だ。こ中から、君 

好み(7Sタイブを搜し了 くれたまえ。 羹曇//が 



—バuバリのスポーツ大好 
^^ さ少女タイフ。体育を巧 
か格闘巧おたく系の男の子向さ。デーhはちち 
ろんJリーグかUWF系のプロレスだね。 

读I塞 
可愛いなタイプの女の子。^11 ,+ 輸ムつ 大金持ちのお镶サマタイプ。 
強引にリ-ドしてくれる男ザ/レ—了 琴了—A ホワ仆デ-にコンビニの 
性に弱い。巧柔不断な男の子では嫌われちゃラ。 キャンデイーなんかやると、完全にバカにされる。 



みし了 
巧語は镜く •- 
AND THEN,THE STORY GOES 

惡徳の街、その名はア 
ムネイド-シテイ 

『メタル•アイ』ワールドの西のはず 

れ、ドー厶【こ囲まれた悪の都巿、それ 
がアムネイド•シティだ。しかし街の 

正風こは警備の部隊がいて、ID力ード 

を持っていなし、者は通してくれない。 

こんなときじフェイでもいたら、あん 

な奴らポコポコッと便!して……あっ、 

いけね、フェイのことすっかり忘れて 

ぃたあ/ 

あわててフェイのいるドーンネスト 

じ向かうフィンデル。ドーンネストに 

通じる洞窟を抜けてそのまままに進む 
と、草原の中に1軒の家がある。ここ 

はパレキソで助けたロリッ子、レティ 

ナ•パウムと、そのお姉さんのシステ 

ィナ• ノくウムの住む家だった。 

レティナはアレだけど、わ姉様のシ 

スティナは、バストが大きくってと 

てもわいしそう……。でも初対面でい 
きなりエッチってのもなんだから、わ 

友だちじなるまで、何度でもこの家に 

立ち寄らなくっちゃ。 
ドーンネストの街に着くと、そこも 

ひと足遅れでアムネイドの^|^^隊が 

来たあとだった。宿屋の主人の話では、 

フェイは無事に逃げたということであ 

るが……'。配だ。 

こうなったら何としても、アムネイ 

ドじ入らねばならなし、。しかし、フェイ 

のいない今、いったいどうやって…… 

考えていてもしかたがないので、原点 

じ戾るつもりでソルネアに帰ることじ 

した。 

ここまでスラスラと進行してきちや 

ったけど、普通にやってりや誰でもこ 

1 

のように進行しちやうのだ。モンスタ 

一との戦闘も、中ボスを除けばそんな 

じ難敵は出ないし（笑わかすモンスタ 

-のほうが多し、)、よっぽど卑怯者でな 

し、限り、着実にレベルは上がってくれ 

るのだ。 

ストーリーじ1外のサブイベントも多 

し、ので、シヨップや街の住人にはまめ 

じ話しかけよう。とくじ女の子、それ 

もポプ倫関係のサブイベントは、絶対 
見逃せないので、女の子の居場所がわ 

かっていれば、イベントが発生するま 

でしつこく会いに行くとし、い。女の子 

は押しに弱いものである。 

ソルネアに戾ったフィンデルー行、 

ルーナの店でヒヨンなことからアムネ 

イドのメタル会社、ライム社のID力一 

ドを手に入れた。 これさえあればあの 
街に入れる。喜んだフィンデルは、急 

いでアムネイド-シティに向かった。 

それにしても気になるのは行方の知 

れないフェイ•メイだ。はたしてもう 

—度会うことができるのだろうか？だ 

って俺、まだフェイとはエッチしてな 
いんだも一ん/ 



でつかい 
ことは 

いいことだ/ 本名プU.フUム□1ス。子どもの頃両親をたくし、今は 
巧じ仕える聖少女。でをこんなきれいな裸、巧 

様だけじ見せるのちつたいないぞ/ 

プリ 

THE scroll THEATiR 

レン 
本名レン.マuln—ルド。真実の愛 

と冒おをホめて、諸国を旅する女の子。冒模はむ 
からないけど、愛だつたらたつぶり私ガあげちやラのじ。 



アニメマ 
変身，グ 

でセ—ラー• 
ライム 

美少女の定番、わ！ラt服。 
やんの□ングヘア！によ<蚁含 

セーラ！版が合ねなくなつた，’ 

■サイレンスPC-9801VM/UVシリーズ 
1，500巧（TAKERUのみ、お込） 



匈‘、 

八Wレ•ランキンク/ 
位松田美を紀- 

イな神宮寺片巧- 

なんといってもこのバスト じや/ 
一度お手合わせを願いたいをのだ。 

この思いつ切り開いた兩定のち度 
がたまらないのである。 

位マ—シャ•マタ-バック—淵结就就まをやるよ 

位エミリー.バネッh- 強そラなのではあるが、やは0巧 
出度のほさが問題じや。 

V松田美由紀 横お出身の空手家。強烈な突さ、なりをお器とす 
る。難れた巧手を倒ず「黒龍波」といラ気合の巧を 
持っている。原画；ラたたねひろゆさ 

■アグミックス 
PC-9801VM/UV シリーズ 
8,800円（税别） 

11 



■ウイズPC-9801VM/UVシリーズ 
7,800円（税別） 

ブロッククエストV 
The BLOCK QUES7V 

•ゲーぶ巧のさ典中のを典Sブロ、:)-' 

.かクくずしのニユT-バージョV* 8つ 

.のスす"-ジを1洒あるc§で、，合!作> 

，ん與8铜のさまざまなパターンヵ谭 

'、，填する。「恐怖の太るボール」お「秘.ク 

,1技、Pみ一を揺らし'」’【，よウケるみS ‘ 

♦中国四千年がど迫力/ 

ブロックくずしで 
じんじろげ'〇 

巨乳ならめ、巨尻ガ自慢のTバッ 
クギヤル。こんな乂きなお尻で細 
いTA’ックをはいたら、お尻の肉じ 
Iスンテイーヴ埋をれちゃラと思ラ 
んだけどね。 

ちよつびりアグルhな下着で背伸びし 
てみたギヤルちやん。でを頭のUボンは 
やめてね。デーhのときは、ちつと脱が 
せやすいほラガまばれるのよ。 

レ込華 
ブみ娘7 
パガ0ツ 
ン深チブ 
二し、やの 

イチ 
ナヤ 

つ販イ 
たのナ 
らス面 

、Uじ 
のこツ登 
ねんS場 
。なのす 

ノ\切る 
イれ中 

セーラー服大解剖/ 
スのを 
はホおそ 
ボッ教れ 
タクえで 
ンをしは 
式はよ受 
とずラ講 
かし0生 
ぶてのの 
0スま諸 
式力ず君 
がI最に 
あh初' 
るをに正 
か足靴し 
らのとし、 
まほリた 
意ラボI 

Dかンラ 
@らをI 
あ脱取服 
とがりの 
はしま脱 
ごまずざ 
自ず0方 
由。'貧贏 
巧髮 / し、 
ラて せ ゾした 
ゥ横公 



AN 
ADULT 
WAX 

A WILD WAY 

①脱ぎ方、下半身編。かの子のズボン、 
とくじジーンズはホントじ脱ぎじくいも 

のです。ベルトは十分にゆるめ、ジッパー 
はいちばん下まで下ろしてわき ま しょう。 

②イッキに脱ごうとするとまとわりつい 
てしまうので、無理せず、ヒザの下に余 
格を持たせて下ろしていきます。ヒップ 
のほうから下ろすのををれずじね。 

⑤十み足元まで下ろしたら、ゆっくり片 

足ずつ足を巧きます。いくら急ぐからと 
いって、両足一緒じ巧きますとコケるこ 
とがありますので気をつけましょう。 

④脱いピあと、パンティー丸出しでヘラ 
ヘラ笑っていると、たんなるスケべ女ピ 
と思われてしまいます。ウソでもパンテ 

ィーを隱す恥じらいが必要なのです。 

⑤ズボンを脱いだからといって、すぐに 
甘い顔をすると、男はすぐつけ上がって 
しまいます。ここで一度、怖い顔でにらむ 
気の強さが、また男ふをそそるものです。 

■ソニア PG-9801VM/UV シリ- 

ズ8,800円（税別） 

をにま一じや店 
V3 

をも 

前号の另师でも紹介し/■:fソフトピけじ女の手の脱ぎ脱ぎシーンカをっぽくてち:イ 
のス、あらためて誌上f•アニメーシヨンをち現してみました。3マがたけなし、ので全4 

•部お見せできないけど、アニ方の零困気は楽しんて:くださいね〇 -それでも満足を^な 
し、人4;战別研のでのスミがパラ.ハブマンガになっております。*^自分でアニタし 
ようだい护こんみこエッず"^*、‘ ソフトなの*は"う取ムし、じゃありませ/V力、/ 

⑤脱ぐときには-度視線をはずし、胸をそらせ 

て、バストを途骑するようこいたしましよう。 



◄ ブランマーカー 
艾少女训f;シャミーが人:ぶ雖.の、 
ん主ぶPG’ノ、，ワーアップmj/ 

〇セシリアーナ 
〇エルフの姉妹 
シーナちやんとアSちやん。森の動物たちを魔のから 

守つている。イタズラずると弓で擊たれちやラぞ。 

テラ城の王女樣だけあって、やっぱり気品があるね。 
でを王女様だけ金髪って、ずるいとおわない？ 

前作は底抜けに明るし、 

RPGであったが、今回を楽し 

いゲームに仕上が0そラなの 

で、期待でさる。 

『1Jの女の子は、巨乳自慢 

のボイン姉ちゃんがをく登場 

していたのであるが、今度の 

キャラは、ま役のシャミーを 
ダイエッhじ成巧したとみえ 

て、スッキリした女らしし、ス 

タイルになっておる。これち 

またよいのラ。 
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の神崎しのぶ しのぶちやん(ま柔道部員〇普 
逊ま下はTシャツだけど、大き 
ずざて巧シ;だって。 

■ディー•才一PC-9801VM/UVシリーズ、X6800a TOWNS 
発売日未定8,80胸(微む 

すっかり人気シリースになっちや 

ったfD日RjのS.E. (S戶ESIAし 
EDtlON)版。どのへんがスペシ 

ャルなのかは、見てのお楽しみじや。 

これからをHDORjシリース、まず 
まずエッチな物語を見せてほしいを 

のであ一る。 

ぶ/お^まだ完成赴パ—ジョンなので詳しくはも伝えでき 
ないが、アリスソフトのこと、上方ギャグお点のお笑 
いA VGになりそうだ。もちろんてッチでXグいグラフ 

ィックも、てんこ盛りだぞ。 

Pro Student G ► アリスの新作でやつ// 

usoliKrt 
ロメィアイアちゃ作かは 

きつとレ—ニン蔓巧 

公のクラスメ—hの剣 
0冷I田ち美議弓裸MWじ寝てKHJ 

カゼひいちやいま 



こちらはシナリオeの主人公の妹君。 
こんななじ迫られたら、いくら冗でを 
気持ちがぐらつくかを。でを、近親ム 
ニヤムニヤはいけません。 

け" 
教授ガ戦綜雜脱してしまつたので、 

この巧はレー•ニンヴ書 < ですラ。 

『げ』はタクティブのブムニバスお 

式AVG。4つのスh—U-て巧をい 

女の子たちガムフフなことをムフフ 

して<れてムフフだつたのするなら、 

V ラれしい。しなし、スムニMス物は、 

. 今ガ真つ盛り。いつばい出てるをん 

ね。 ’。 

■カクテル•ソフト pel9801VM\U Vシリ—ズX68000、towns 8、800円(税別) ■アクティブ PC —98 01VM/UVシリ—ズ 7、800巧(税が) 

Dシス 
シナUオーじ登場ずる。冥界からや 

つてさたお廃ちやん。性的エネルギ 
Iを回収ずるのが目的つてんだから、 

困つちやラ。ラれしいけどね。 
0緒方香菜^ 

シナゾォ2でま人公の懂れの女の子。体 
育館の雨具室でこんなことしたいつての 

は、含のレ—ニンの夢でしたなあ。くそ 
あ、怒つてをしかたないね。 



NEWFACE 
ちやん 

フーセンウサギ.チームのあっと驚くき 
抜なコスチューム。ハイレグよりヨイ。 

コックピット.ガールズの補原友給チャン。 

意外と胸は見えません。T168B82W60H88。 

コスモオイルの寺嶋由美子チヤンもなじ 
かとウレシイ巨乳タイプ。B85W57H87。 

モーター.スポーツかシソースになったが 

了、こけコーナーを復活。今回は、3月引 
日に開健クれた鈴鹿がF3日〇日这F 3から。 
不景気なけT'、キヤ^ギヤルか数を減っち 
やっ了、ちよっと寂しいけだ。 



巻末特別 

ス激 

使用方法 

-数メートル離れた目標物を10秒ほど見つ 

め、ピントをそこに合わせつつ、絵を視界に 

入れてみる。または、遠くを見るような気持 

ちで絵を顔にくっつけ、そのままゆっくりと 

離していく。前後に動かして微調整しよう。 

立体固形（ステレオグラム）が見えるぞ。 

巧用上のを意 

•定められた用法、用量をお守りください。 

•直射日光を避け、なるべく湿気の少ないと 

ころに保管してくださし、。 

MPOMW月号第ぶ寸録 


